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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層されている、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞ
れが、光ピックアップからのレーザー光で前記情報信号を光学的に記録し再生するための
データ領域と、記録時に前記光ピックアップから出射される前記レーザー光の最適パワー
値を求めるためにテスト信号を記録し再生するための光学的記録テスト領域とを少なくと
も有し、前記光学的記録テスト領域が、前記複数の記録層間で互いに積層方向で重ならな
いように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情報記録媒体に対して、信号を
記録する情報記録媒体の記録方法であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の前記光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第１の最適パワー値を求める第１のステップと
、
　前記第１の最適パワー値のレーザー光で前記第１の記録層の前記データ領域にデータを
記録する第２のステップと、
　前記第１及び第２の記録層のうち前記光ピックアップに遠い方の第２の記録層の前記光
学的記録テスト領域に対向する前記第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加
えて該第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信
号を記録する第３のステップと、
　前記第３のステップによる記録後に、前記第２の記録層の前記光学的記録テスト領域に
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前記テスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピックアップから出射される前記
レーザー光の第２の最適パワー値を求める第４のステップと、
　前記第４のステップで求められた前記第２の最適パワー値のレーザー光で前記第２の記
録層の前記データ領域にデータを記録する第５のステップと
　を含むことを特徴とする情報記録媒体の記録方法。
【請求項２】
　積層されている、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞ
れが、光ピックアップからのレーザー光で前記情報信号を光学的に記録し再生するための
データ領域と、記録時に前記光ピックアップから出射される前記レーザー光の最適パワー
値を求めるためにテスト信号を記録し再生するための光学的記録テスト領域とを少なくと
も有し、前記光学的記録テスト領域が、前記複数の記録層間で互いに積層方向で重ならな
いように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情報記録媒体に対して、信号を
記録する情報記録媒体の記録方法であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の前記光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第１の最適パワー値を求める第１のステップと
、
　前記第１の最適パワー値のレーザー光で前記第１の記録層の前記データ領域にデータを
記録する第２のステップと、
　前記第１及び第２の記録層のうち前記光ピックアップに遠い方の第２の記録層の前記光
学的記録テスト領域に対向する前記第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加
えて該第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信
号を記録する第３のステップと、
　前記第３のステップによる記録後に、前記第２の記録層の前記光学的記録テスト領域に
前記テスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピックアップから出射される前記
レーザー光の第２の最適パワー値を求める第４のステップと、
　前記第４のステップで求められた前記第２の最適パワー値のレーザー光で前記第２の記
録層の前記データ領域にデータを記録する第５のステップと、
　前記第１及び第２の記録層の前記記録したデータ領域の外側の領域にそれぞれ信号を順
次に記録する第６のステップと
　を含むことを特徴とする情報記録媒体の記録方法。
【請求項３】
　積層されている、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞ
れが、光ピックアップからのレーザー光で前記情報信号を光学的に記録し再生するための
データ領域と、記録時に前記光ピックアップから出射される前記レーザー光の最適パワー
値を求めるためにテスト信号を記録し再生するための光学的記録テスト領域とを少なくと
も有し、前記光学的記録テスト領域が、前記複数の記録層間で互いに積層方向で重ならな
いように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情報記録媒体に対して、信号を
記録する情報記録媒体の記録装置であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の前記光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第１の最適パワー値を求める第１の最適パワー
値取得手段と、
　前記第１の最適パワー値のレーザー光で前記第１の記録層の前記データ領域にデータを
記録する第１の記録手段と、
　前記第１及び第２の記録層のうち前記光ピックアップに遠い方の第２の記録層の前記光
学的記録テスト領域に対向する前記第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加
えて該第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信
号を記録する第２の記録手段と、
　前記第２の記録手段により前記信号記録領域に信号を記録した後、前記第２の記録層の
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前記光学的記録テスト領域に前記テスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第２の最適パワー値を求める第２の最適パワー
値取得手段と、
　前記第２の最適パワー値取得手段で取得された前記第２の最適パワー値のレーザー光で
前記第２の記録層の前記データ領域にデータを記録する第３の記録手段と
　を備えることを特徴とする情報記録媒体の記録装置。
【請求項４】
　積層されている、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞ
れが、光ピックアップからのレーザー光で前記情報信号を光学的に記録し再生するための
データ領域と、記録時に前記光ピックアップから出射される前記レーザー光の最適パワー
値を求めるためにテスト信号を記録し再生するための光学的記録テスト領域とを少なくと
も有し、前記光学的記録テスト領域が、前記複数の記録層間で互いに積層方向で重ならな
いように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情報記録媒体に対して、信号を
記録する情報記録媒体の記録装置であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の前記光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第１の最適パワー値を求める第１の最適パワー
値取得手段と、
　前記第１の最適パワー値のレーザー光で前記第１の記録層の前記データ領域にデータを
記録する第１の記録手段と、
　前記第１及び第２の記録層のうち前記光ピックアップに遠い方の第２の記録層の前記光
学的記録テスト領域に対向する前記第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加
えて該第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信
号を記録する第２の記録手段と、
　前記第２の記録手段により前記信号記録領域に信号を記録した後、前記第２の記録層の
前記光学的記録テスト領域に前記テスト信号を記録した後再生して、記録時の前記光ピッ
クアップから出射される前記レーザー光の第２の最適パワー値を求める第２の最適パワー
値取得手段と、
　前記第２の最適パワー値取得手段で取得された前記第２の最適パワー値のレーザー光で
前記第２の記録層の前記データ領域にデータを記録する第３の記録手段と、
　前記第１及び第２の記録層の前記記録したデータ領域の外側の領域にそれぞれ信号を順
次に記録する第４の記録手段と
　を備えることを特徴とする情報記録媒体の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報記録媒体の記録方法及び記録装置に係り、特に片面２層のディジタル多用
途ディスク（ＤＶＤ：Digital Versatile Disk）のような、片面側から光学的に情報信号
を記録再生可能な複数の記録層を有する情報記録媒体の記録方法及び記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な２つの記録層を有する片面２層の
ＤＶＤが盛んに開発され、その記録再生方法として各種提案されている（例えば、特許文
献１参照）。この片面２層のＤＶＤには、２つの記録層として有機色素膜を用いたライト
ワンス用と、相変化膜を用いた書換型とが開発されている。これらの片面２層のＤＶＤは
、図１２にその構造断面の一例を示すように、１層目記録層Ｌ０は半透明の樹脂で形成さ
れており、２層目記録層Ｌ１は反射膜により１層目記録層Ｌ０に対して例えば４０μｍ上
に形成されており、上記の半透明の樹脂及び反射膜は、前述したように有機色素膜又は相
変化膜により構成されている。
【０００３】
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　このような２層ＤＶＤに対して情報信号を記録又は再生する場合、１層目記録層Ｌ０に
対して図１２に１ａで示すように光ピックアップからのレーザー光を１層目記録層Ｌ０に
焦点を合わせて情報信号の記録又は再生を行い、１層目記録層Ｌ０への記録又は再生が終
了すると、同図に１ｂで示すように光ピックアップからのレーザー光を、半透明の１層目
記録層Ｌ０を透過させて２層目記録層Ｌ１に焦点を合わせるように光ピックアップ内の対
物レンズ位置を移動し、２層目記録層Ｌ１に対して情報信号の記録又は再生を引き続き行
う。
【０００４】
　ここで、上記の記録層Ｌ０及びＬ１が有機色素膜である場合、１層目記録層Ｌ０に情報
信号を記録すると、１層目記録層Ｌ０の屈折率が変化し、また、Ｌ０の熱吸収により有機
色素膜の形状が変化し、更に、熱吸収により明暗が変化し、透過率が変換することなどに
より、１層目記録層Ｌ０に対して情報信号を記録する前と記録した後では、２層目記録層
Ｌ１に到達する光量等が変化する。また、媒体から反射して戻る光量も変化する。
【０００５】
　このため、図１３（Ａ）、（Ｂ）に模式的に示すように、１層目記録層Ｌ０の記録済領
域２の上側の２層目記録層Ｌ１に対して情報信号を記録する場合の最適な記録レーザーパ
ワーＰ１と、１層目記録層Ｌ０の未記録領域３の上側の２層目記録層Ｌ１に対して情報信
号を記録する場合の最適な記録レーザーパワーＰ２とが異なり、また、記録ストラテジ（
記録発光波形形状（タイミング））（以降、ＷＳという）が変化し、更に、屈折率の違い
によりフォーカス最適位置が変化する。
【０００６】
　図１４は２層目記録層Ｌ１における記録パワーに対するジッタの特性を示す。同図に示
すように、１層目記録層Ｌ０の記録時の２層目記録層Ｌ１の記録パワー対ジッタ特性４は
、１層目記録層Ｌ０の未記録時の２層目記録層Ｌ１の記録パワー対ジッタ特性５と異なり
、Ｌ０の記録時と未記録時とでＬ１のジッタ最適のパワーが異なることが分かる。また、
Ｌ０の記録と未記録とで、Ｌ１からの反射光量が異なるので、Ｌ１のアドレスやデータを
再生する場合の最適な条件も異なる。
【０００７】
　また、１層目記録層Ｌ０は、２層目記録層Ｌ１に対して記録再生を行うために、半透過
性であることを必要とするのに対し、２層目記録層Ｌ１は反射層であることから、１層目
記録層Ｌ０の熱伝導特性や熱吸収特性は２層目記録層Ｌ１と異なるので、１層目記録層Ｌ
０と２層目記録層Ｌ１の各記録特性は、それぞれ全く異なり、実際に記録するにあたって
は、それぞれの記録層Ｌ０、Ｌ１に対してパワーキャリブレーションエリア（ＰＣＡ）で
テスト信号を記録した後再生して、最適な記録レーザーパワーを求める必要がある。
【０００８】
　ここで、片面２層の光ディスクの構造としては、図１５に示すパラレルタイプと図１６
に示すオポジットタイプとがあることが知られている。パラレルタイプは、図１５に示す
ように、１層目記録層Ｌ０と２層目記録層Ｌ１がそれぞれディスク内周から外周に向かっ
て順に、リードイン領域ａ１，ｂ１、データ領域ａ２，ｂ２、リードアウト領域ａ３，ｂ
３が形成されており、また物理セクタナンバーがｃで示すように、内周側から外周側へ順
に増加する構造である。
【０００９】
　一方、オポジットタイプは、図１６に示すように、１層目記録層Ｌ０はディスク内周か
ら外周に向かって順に、リードイン領域ａ１、データ領域ａ２、中間領域（ミドルエリア
）ａ４が形成されており、また物理セクタナンバーがｃ１で示すように内周側から外周側
へ順に増加する構造であるのに対し、２層目記録層Ｌ１はディスク内周から外周に向かっ
て順に、リードアウト領域ｂ４、データ領域ｂ５、中間領域（ミドルエリア）ｂ６が形成
されており、また物理セクタナンバーがｃ２で示すように内周側から外周側へ順に減少す
る構造である。信号記録方向は物理セクタナンバーが増加する方向である。
【００１０】
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　ここで、ＰＣＡ（パワーキャリブレーションエリア）でテスト信号を記録した後再生し
て、最適な記録レーザーパワーを求める方法は、１層目記録層Ｌ０に設けたＰＣＡに対し
て、レーザーパワーを段階的に複数変更してテスト信号を記録した後再生し、アシンメト
リーを測定し、測定したアシンメトリー等が目標の値になるパワーを最適パワーとする方
法を用いる。また、測定対象としては、ジッタのエラーレートが最適になるようにする方
法を用いる。
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－１４３８７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかるに、最適な記録レーザーパワーを求める上記の方法は、レーザーパワーを変更す
ることによって、１層目記録層Ｌ０の記録膜の屈折率の変化量が変化するため、仮に１層
目記録層Ｌ０のＰＣＡに対向する位置（レーザービームの光軸方向の位置）に２層目記録
層Ｌ１のＰＣＡが有る場合には、１層目記録層Ｌ０のＰＣＡに対する記録レーザーパワー
の段階的変化の結果によって、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡに届く光量等が変化するので、
最適な記録レーザーパワーの決定が困難である。
【００１３】
　また、ライトワンス型の光ディスクのＰＣＡ領域は、１回記録した後は再度使用するこ
とはできないから、光ディスクのデータ領域に複数回に分けてデータを記録する場合には
、一部の領域のみを使うことになる。そうすると、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡを使用する
場合には、１層目記録層Ｌ０のＰＣＡへの記録と未記録とで特性が異なることから、１層
目記録層Ｌ０のＰＣＡに対向する位置にある２層目記録層Ｌ１のＰＣＡのうち、テスト信
号の記録に使用できる領域も制限されることになる。
【００１４】
　そして、Ｌ０とＬ１の各ＰＣＡは、層の形成方法から２つの記録層Ｌ０とＬ１を同時に
作成することができないため、それぞれ別々に作成されるが、トラックがディスク中心に
対して偏心成分があり、その量は例えば±４０μｍ程度あり、またトラックピッチは例え
ば０.７４μｍである。よって、上記の偏心成分を勘案すると、１０８トラック（≒４０
×２／０.７４）以上記録しなければ、Ｌ０のＰＣＡに対向した位置に設けられたＬ１の
ＰＣＡに、Ｌ０を記録した条件下のテスト記録ができないことになる。
【００１５】
　そうすると、通常のテスト記録が１トラック程度で終了するのに対し、膨大な数のトラ
ックを消費することになり、有限なＰＣＡの領域を無駄に使うこととなり、実質的にはフ
ォーマット的に不可能である。
【００１６】
　本発明は以上の点に鑑みなされたもので、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能
な複数の記録層を有する情報記録媒体において、複数の記録層の各々のテスト信号記録領
域を有効利用して最適な記録レーザーパワーを決定し得る情報記録媒体の記録方法及び記
録装置を提供することを目的とする。
【００１７】
　また、本発明の他の目的は、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録
層を有する情報記録媒体において、トラック偏心量を考慮したテスト信号の記録再生を行
い得る情報記録媒体の記録方法及び記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　この発明では、ディスク状の情報記録媒体に偏心があったとしても、光ピックアップに
遠い方の第２の記録層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録するときには、常にレ
ーザー光を光ピックアップに近い方の第１の記録層の信号記録済み領域を通して記録する
ことができる。
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【００３１】
　また、上記の目的を達成するため、第１の発明は、積層されている、片面側から光学的
に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞれが、光ピックアップからのレーザー
光で情報信号を光学的に記録し再生するためのデータ領域と、記録時に光ピックアップか
ら出射されるレーザー光の最適パワー値を求めるためにテスト信号を記録し再生するため
の光学的記録テスト領域とを少なくとも有し、光学的記録テスト領域が、複数の記録層間
で互いに積層方向で重ならないように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情
報記録媒体に対して、信号を記録する情報記録媒体の記録方法であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップ
から出射されるレーザー光の第１の最適パワー値を求める第１のステップと、第１の最適
パワー値のレーザー光で第１の記録層のデータ領域にデータを記録する第２のステップと
、第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに遠い方の第２の記録層の光学的記録テス
ト領域に対向する第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加えて第２の記録層
の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信号を記録する第３の
ステップと、第３のステップによる記録後に、第２の記録層の光学的記録テスト領域にテ
スト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射されるレーザー光の第
２の最適パワー値を求める第４のステップと、第４のステップで求められた第２の最適パ
ワー値のレーザー光で第２の記録層のデータ領域にデータを記録する第５のステップとを
含むことを特徴とする。
【００３２】
　この発明では、光ピックアップに遠い方の第２の記録層のデータ領域にデータを記録す
るときには、光ピックアップに近い方の第１の記録層において第２の記録層の光学的記録
テスト領域に対向する信号記録済みの領域にレーザー光を透過させて第２の記録層の光学
的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射
されるレーザー光の第２の最適パワー値を求めてから、第２の記録層のデータ領域にデー
タを記録することができる。
【００３３】
　また、上記の目的を達成するため、第２の発明は、積層されている、片面側から光学的
に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞれが、光ピックアップからのレーザー
光で情報信号を光学的に記録し再生するためのデータ領域と、記録時に光ピックアップか
ら出射されるレーザー光の最適パワー値を求めるためにテスト信号を記録し再生するため
の光学的記録テスト領域とを少なくとも有し、光学的記録テスト領域が、複数の記録層間
で互いに積層方向で重ならないように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情
報記録媒体に対して、信号を記録する情報記録媒体の記録方法であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップ
から出射されるレーザー光の第１の最適パワー値を求める第１のステップと、第１の最適
パワー値のレーザー光で第１の記録層のデータ領域にデータを記録する第２のステップと
、第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに遠い方の第２の記録層の光学的記録テス
ト領域に対向する第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加えて第２の記録層
の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信号を記録する第３の
ステップと、第３のステップによる記録後に、第２の記録層の光学的記録テスト領域にテ
スト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射されるレーザー光の第
２の最適パワー値を求める第４のステップと、第４のステップで求められた第２の最適パ
ワー値のレーザー光で第２の記録層のデータ領域にデータを記録する第５のステップと、
第１及び第２の記録層の記録したデータ領域の外側の領域にそれぞれ信号を順次に記録す
る第６のステップとを含むことを特徴とする。
【００３４】
　また、上記の目的を達成するため、第３の発明は、積層されている、片面側から光学的
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に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞれが、光ピックアップからのレーザー
光で情報信号を光学的に記録し再生するためのデータ領域と、記録時に光ピックアップか
ら出射されるレーザー光の最適パワー値を求めるためにテスト信号を記録し再生するため
の光学的記録テスト領域とを少なくとも有し、光学的記録テスト領域が、複数の記録層間
で互いに積層方向で重ならないように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情
報記録媒体に対して、信号を記録する情報記録媒体の記録装置であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップ
から出射されるレーザー光の第１の最適パワー値を求める第１の最適パワー値取得手段と
、第１の最適パワー値のレーザー光で第１の記録層のデータ領域にデータを記録する第１
の記録手段と、第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに遠い方の第２の記録層の光
学的記録テスト領域に対向する第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加えて
第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信号を記
録する第２の記録手段と、第２の記録手段により信号記録領域に信号を記録した後、第２
の記録層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピック
アップから出射されるレーザー光の第２の最適パワー値を求める第２の最適パワー値取得
手段と、第２の最適パワー値取得手段で取得された第２の最適パワー値のレーザー光で第
２の記録層のデータ領域にデータを記録する第３の記録手段とを備えることを特徴とする
。
【００３５】
　また、上記の目的を達成するため、第４の発明は、積層されている、片面側から光学的
に情報信号を記録再生可能な複数の記録層のそれぞれが、光ピックアップからのレーザー
光で情報信号を光学的に記録し再生するためのデータ領域と、記録時に光ピックアップか
ら出射されるレーザー光の最適パワー値を求めるためにテスト信号を記録し再生するため
の光学的記録テスト領域とを少なくとも有し、光学的記録テスト領域が、複数の記録層間
で互いに積層方向で重ならないように異なる半径位置に配置された構造のディスク状の情
報記録媒体に対して、信号を記録する情報記録媒体の記録装置であって、
　積層方向に隣接する第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに近い方の第１の記録
層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップ
から出射されるレーザー光の第１の最適パワー値を求める第１の最適パワー値取得手段と
、第１の最適パワー値のレーザー光で第１の記録層のデータ領域にデータを記録する第１
の記録手段と、第１及び第２の記録層のうち光ピックアップに遠い方の第２の記録層の光
学的記録テスト領域に対向する第１の記録層の位置の両側に、少なくとも偏心量を加えて
第２の記録層の光学的記録テスト領域以上のサイズで配置された信号記録領域に信号を記
録する第２の記録手段と、第２の記録手段により信号記録領域に信号を記録した後、第２
の記録層の光学的記録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピック
アップから出射されるレーザー光の第２の最適パワー値を求める第２の最適パワー値取得
手段と、第２の最適パワー値取得手段で取得された第２の最適パワー値のレーザー光で第
２の記録層のデータ領域にデータを記録する第３の記録手段と、第１及び第２の記録層の
記録したデータ領域の外側の領域にそれぞれ信号を順次に記録する第４の記録手段とを備
えることを特徴とする。
【００３６】
　また、上記の目的を達成するため、本発明の情報記録媒体の記録方法は、第１乃至第５
の発明の情報記録媒体のうちいずれか一の情報記録媒体に信号を記録する記録方法であっ
て、積層方向に隣接する２つの記録層のうち光ピックアップに近い方の記録層の光学的記
録テスト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射され
るレーザー光の第１の最適パワー値を求める第１のステップと、第１のステップで求めら
れた第１の最適パワー値のレーザー光で光ピックアップに近い方の記録層のデータ領域及
び信号記録領域に、データ及び所定の信号を記録する第２のステップと、積層方向に隣接
する２つの記録層のうち光ピックアップに遠い方の記録層の光学的記録テスト領域にテス
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ト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射されるレーザー光の第２
の最適パワー値を求める第３のステップと、第３のステップで求められた第２の最適パワ
ー値のレーザー光で光ピックアップに遠い方の記録層のデータ領域にデータを記録する第
４のステップとを含むことを特徴とする。
【００３７】
　更に、上記の目的を達成するため、本発明の情報記録媒体の記録方法は、積層方向に隣
接する２つの記録層のうち光ピックアップに近い方の記録層の光学的記録テスト領域にテ
スト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射されるレーザー光の第
１の最適パワー値を求める第１のステップと、第１のステップで求められた第１の最適パ
ワー値のレーザー光で、光ピックアップに近い方の記録層のデータ領域及び予め定めた一
定の領域にデータを順次記録する第２のステップと、第２のステップによるデータ記録の
後、又はデータ記録の前に、信号記録領域に所定の信号を記録する第３のステップと、積
層方向に隣接する２つの記録層のうち光ピックアップに遠い方の記録層の光学的記録テス
ト領域にテスト信号を記録した後再生して、記録時の光ピックアップから出射されるレー
ザー光の第２の最適パワー値を求める第４のステップと、第４のステップで求められた第
２の最適パワー値のレーザー光で光ピックアップに遠い方の記録層のデータ領域にデータ
を記録する第５のステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、光ピックアップに遠い方の記録層の光学的記録テスト領域にテスト信
号を記録する前に、その光学的記録テスト領域に対向する位置にある光ピックアップに近
い方の記録層の信号記録領域に信号を記録しておくことができるため、光ピックアップに
近い方の記録層へのデータ記録後において、光ピックアップに遠い方の記録層における最
適な記録レーザーパワーを安定、かつ、正確に求めることができる。
【００３９】
　また、本発明によれば、データ領域を、複数の記録層間で互いに積層方向でほぼ同一位
置に配置することにより、光ピックアップに遠い方の記録層のデータ領域にデータを記録
する前に、光ピックアップに近い方の記録層のデータ領域にデータを記録しておくことが
でき、これにより、記録条件を一定にした状態で光ピックアップに遠い方の記録層のデー
タ領域にデータを記録することができる。
【００４０】
　更に、本発明によれば、光ピックアップに近い方の記録層にデータを記録するときには
、その記録層のデータ領域と予め定めた一定の領域からなるデータ領域以上のサイズの領
域にデータを順次に記録するか、あるいは光ピックアップに近い方の記録層のデータ領域
自体を遠い方の記録層のデータ領域よりも大きいサイズとすることにより、光ピックアッ
プに遠い方の記録層にデータを記録するときには、情報記録媒体がディスク状媒体で偏心
があったとしても、常に光ピックアップに近い方の記録層の記録済みのデータが記録され
た領域をレーザー光を通して記録することができ、これにより、記録条件を一定にした状
態で偏心があったとしても、常に安定なデータ記録ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　また、本発明は、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層が積層さ
れ、それぞれの記録層に光学的記録テスト領域とデータ領域を有し、前記光学的記録テス
ト領域はそれぞれの記録層間で重ならないように配置された情報記録媒体の記録レーザー
パワー値を決定する方法であって、記録再生を行う光ピックアップから見て、遠い方（奥
側）の記録層の光学的記録テスト領域にテスト記録する前に、奥側の記録層の光学的記録
テスト領域に対応する近い方（手前側）の記録層に記録するステップを備えたことを特徴
とするテスト記録方法である（後述の図７、図８参照）。
【００４２】
　また、本発明は、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層が積層さ
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れ、それぞれの記録層に光学的記録テスト領域とデータ領域を有し、前記光学的記録テス
ト領域はそれぞれの記録層間で重ならないように配置された情報記録媒体にデータを記録
する方法であって、記録再生を行う光ピックアップから見て、近い方（手前側）の記録層
の光学的記録テスト領域に記録するステップと、手前側の光学的記録テスト領域のテスト
記録結果に基づいて決定されたパワーで手前側の記録層のデータ領域にデータを記録する
ステップと、遠い方（奥側）の記録層の光学的記録テスト領域にテスト記録する前に、奥
側の記録層のテスト記録領域に対応する手前側の記録層に記録するステップと、奥側の光
学的記録テスト領域のテスト記録結果に基づいて決定されたパワーで奥側の記録層のデー
タ領域にデータを記録するステップとを備えたことを特徴とする記録方法である（後述の
図７、図８と図３、図４の記録方法の説明の項参照）。
【００４３】
　また、本発明は上記の記録する手前側の記録層のデータ領域の外周位置は、上記の記録
する奥側の記録層のデータ領域の外周位置よりも外周側であることを特徴とする情報記録
媒体である（後述の図３、図４参照）。
【００４４】
　更に、本発明は、片面側から光学的に情報信号を記録再生可能な複数の記録層が積層さ
れ、それぞれの記録層に光学的記録テスト領域とデータ領域を有し、前記光学的記録テス
ト領域はそれぞれの記録層間で重ならないように配置された情報記録媒体にデータを記録
する方法であって、記録再生を行う光ピックアップから見て、近い方（手前側）の記録層
の光学的記録テスト領域に記録するステップと、手前側の光学的記録テスト領域のテスト
記録結果に基づいて決定されたパワーで手前側の記録層のデータ領域にデータを記録する
ステップと、遠い方（奥側）の記録層の光学的記録テスト領域にテスト記録する前に、奥
側の記録層のテスト記録領域に対応する手前側の記録層に記録するステップと、奥側の光
学的記録テスト領域のテスト記録結果に基づいて決定されたパワーで奥側の記録層のデー
タ領域にデータを記録するステップと、それぞれの記録層の前記記録したデータ領域の外
周の領域に更に記録するステップとを備えたことを特徴とする記録方法である（後述の図
７、図８と図３、図４の記録方法の説明の項参照）。
【００４５】
　以下、上記の各発明を実施するための最良の形態について、図面と共に説明する。図１
は本発明になる情報記録媒体の第１の実施の形態の断面構造図を示す。本実施の形態は、
図１に示すように、半透明反射膜からなる１層目記録層Ｌ０と、反射膜からなる２層目記
録層Ｌ１とが、例えば厚さ約４０μｍの透明層（図示せず）を介して積層された、前記の
パラレルタイプの片面２層の光ディスクであり、それぞれディスク内周から外周に向かっ
て順に、リードイン領域ａ１１，ｂ１１、データ領域ａ１２，ｂ１２、リードアウト領域
ａ１３，ｂ１３が形成された構造である点は従来と同様であるが、本実施の形態は、リー
ドイン領域ａ１１とｂ１１の構造に従来にない特徴がある。
【００４６】
　すなわち、図１に示すように、１層目記録層Ｌ０のリードイン領域ａ１１は、ディスク
内周から外周に向かって順に、ＰＣＡ領域ｄ１、ＲＭＡ（Recording Management Area）
領域ｄ２、ＢＣＡ（Burst Cutting Area）領域ｄ３、フィジカルフォーマット領域（ＰＦ
Ａ）ｄ４、リファレンスコード領域ｄ５及びコントロールデータ領域ｄ６からなる。
【００４７】
　一方、２層目記録層Ｌ１のリードイン領域ｂ１１には、ディスク内周から外周に向かっ
て順に、ＰＣＡ領域ｅ１とコントロールデータ領域ｅ２が含まれ、更にＲＭＡ領域ｅ３も
必要に応じて設けられる。ＰＣＡ領域ｄ１及びｅ１は、テスト信号の記録再生に用いられ
るテスト領域である。ＲＭＡ領域ｄ２、ｅ３はＰＣＡ領域ｄ１、ｅ１のアドレス情報、テ
スト記録結果、最適記録レーザーパワー等の情報が記録される領域である。再度その装置
が利用可能なようにするためである。
【００４８】
　なお、２層目記録層Ｌ１にＲＭＡ領域ｅ３を配置する場合には、１層目記録層Ｌ０のＲ
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ＭＡ領域ｄ２では記録しきれない場合に、２層目記録層Ｌ１のＲＭＡ領域ｅ３に同様にま
とめて記録する。この方法により、再度装置がディスクを起動する際には、１層目記録層
Ｌ０のみを再生すればＬ０とＬ１のテスト記録の結果に基づく記録レーザーパワーの最適
化が完了していることと、その最適値を一度に読むことができるので、起動時間を短縮等
することができる。
【００４９】
　ＢＣＡ領域ｄ３は、ヤグレーザでバーコードを各ディスクの固有情報として円周状に記
録する領域で、キー情報とする。リファレンスコード領域ｄ５はリファレンスコードが記
録される。コントロールデータ領域ｄ６及びｅ２は、光ディスクの仕様（例えば、ＤＶＤ
－Ｒ／ＲＷ／ＲＡＭ、単層か２層か、ＢＣＡ有無、著作権保護の有無等）が工場出荷時に
予め記録されている領域である。
【００５０】
　本実施の形態では、図１に示すように、１層目記録層Ｌ０のＰＣＡ領域ｄ１と２層目記
録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１とは、ディスク表面に対して直交する方向（積層方向）に対し
て重ならないように、ディスク半径方向に互いにずらして配置すると共に、Ｌ１のＰＣＡ
領域ｅ１に対しては積層方向に重なり、かつ、ＰＣＡ領域ｅ１の両側に少なくとも偏心量
よりも大きな領域をＬ０にフィジカルフォーマット領域ｄ４として配置し、更に、Ｌ０及
びＬ１の各データ領域ａ１２及びｂ１２をほぼ対向するように配置した点に特徴がある。
【００５１】
　上記のフィジカルフォーマット領域ｄ４は、コントロールデータ領域ｄ６及びｅ２に記
録されているコントロールデータと同じデータを記録装置で記録する領域であり、ＰＣＡ
領域ｅ１にテスト信号を記録するよりも前に記録する。これにより、Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ
１に対してテスト信号を記録し再生する場合は、必ずデータが記録されているフィジカル
フォーマット領域ｄ４を通過するレーザー光により行われるので、パワー、反射率等が一
定の条件で行うことができる。
【００５２】
　次に、本発明の情報記録媒体の第２の実施の形態について説明する。図２は本発明にな
る情報記録媒体の第２の実施の形態の断面構造図を示す。本実施の形態は、図２に示すよ
うに、半透明反射膜からなる１層目記録層Ｌ０と、反射膜からなる２層目記録層Ｌ１とが
、例えば厚さ約４０μｍの透明層（図示せず）を介して積層された、前記のオポジットタ
イプの片面２層の光ディスクであり、１層目記録層Ｌ０はディスク内周から外周に向かっ
て順に、リードイン領域ａ１５、データ領域ａ１６、中間領域ａ１７が形成されており、
２層目記録層Ｌ１はディスク内周から外周に向かって順に、リードアウト領域ｂ１５、デ
ータ領域ｂ１６、中間領域ｂ１７が形成された構造である点は従来と同様であるが、本実
施の形態は、リードイン領域ａ１５とリードアウト領域ｂ１５の構造に従来にない特徴が
ある。
【００５３】
　すなわち、図２に示すように、１層目記録層Ｌ０のリードイン領域ａ１５は、ディスク
内周から外周に向かって順に、ＰＣＡ領域ｄ１１、ＲＭＡ領域ｄ１２、ＢＣＡ領域ｄ１３
、フィジカルフォーマット領域（ＰＦＡ）ｄ１４、リファレンスコード領域ｄ１５及びコ
ントロールデータ領域ｄ１６からなる。
【００５４】
　一方、２層目記録層Ｌ１のリードアウト領域ｂ１５には、ディスク内周から外周に向か
って順に、ＰＣＡ領域ｅ１１が設けられ、更にＲＭＡ領域ｅ１２も必要に応じて設けられ
る。ＰＣＡ領域ｄ１１及びｅ１１は、テスト信号の記録再生に用いられるテスト領域であ
る。ＲＭＡ領域ｄ１２及びｅ１２は図１に示したＲＭＡ領域ｄ２及びｅ３と同様の領域で
ある。
【００５５】
　本実施の形態も第１の実施の形態と同様に、図２に示すように、１層目記録層Ｌ０のＰ
ＣＡ領域ｄ１１と２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１１とは、ディスク表面に対して直交
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する方向（積層方向）に対して重ならないように、ディスク半径方向に互いにずらして配
置すると共に、Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１１に対しては積層方向に重なり、かつ、ＰＣＡ領域
ｅ１１の両側に少なくとも偏心量よりも大きな領域をＬ０にフィジカルフォーマット領域
ｄ１４として配置し、更に、Ｌ０及びＬ１の各データ領域ａ１６及びｂ１６をほぼ対向す
るように（ほぼ重なるように）配置した点に特徴がある。
【００５６】
　上記のフィジカルフォーマット領域ｄ１４は、コントロールデータ領域ｄ１６に記録さ
れているコントロールデータと同じデータを記録装置で記録する領域であり、ＰＣＡ領域
ｅ１１にテスト信号を記録するよりも前に記録する。これにより、Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１
１に対してテスト信号を記録し再生する場合は、必ずデータが記録されているフィジカル
フォーマット領域ｄ１４を通過するレーザー光により行われるので、パワー、反射率等が
一定の条件で行うことができる。
【００５７】
　なお、コントロールデータがディスク製造段階で予め記録されるコントロールデータ領
域ｄ１６は１層目記録層Ｌ０に対してのみ存在し、２層目記録層Ｌ１には存在しない。こ
れは、図１に示したパラレルタイプの光ディスクでは、１層目記録層Ｌ０と２層目記録層
Ｌ１とは全く別のディスクとして扱うことができるのに対し、図２に示したオポジットタ
イプの光ディスクでは、中間領域ａ１７とｂ１７で折り返すので、両記録層Ｌ０とＬ１が
１枚の光ディスクであるから、コントロールデータの記録領域は１つでよいことによる。
【００５８】
　次に、本発明の情報記録媒体の第３の実施の形態について説明する。図３は本発明にな
る情報記録媒体の第３の実施の形態の断面構造図を示す。同図中、図１と同一構成部分に
は同一符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態は、図３に示すように、半透明反
射膜からなる１層目記録層Ｌ０と、反射膜からなる２層目記録層Ｌ１とが、例えば厚さ約
４０μｍの透明層（図示せず）を介して対向配置された、前記のパラレルタイプの片面２
層の光ディスクであり、それぞれディスク内周から外周に向かって順に、リードイン領域
ａ１１，ｂ１１、データ領域ａ２１，ｂ２１、リードアウト領域ａ２２，ｂ２２が形成さ
れた構造である。
【００５９】
　リードイン領域ａ１１，ｂ１１内の各領域の配置は第１の実施の形態と同様であるが、
本実施の形態は、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ２１のサイズが２層目記録層Ｌ１のデ
ータ領域ｂ２１のサイズよりも大きい点に特徴がある。すなわち、本実施の形態では、１
層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ２１の外周端が、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ２１の
外周端よりも外周側に位置する。なお、データ領域ａ２１及びｂ２１のサイズが非対称で
あることから、リードアウト領域ａ２２とｂ２２もサイズが非対称となる。
【００６０】
　１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ２１のサイズの方を、２層目記録層Ｌ１のデータ領域
ｂ２１のサイズよりも大きくした理由は、仮にこれとは逆の関係とした場合は、Ｌ０のデ
ータ領域に対してデータ記録を行ってから、Ｌ１のデータ領域にデータ記録を行うが、Ｌ
１のデータ領域の記録の際に、Ｌ０のデータ領域と対向しないデータ領域部分では、Ｌ０
のデータ領域と対向するデータ領域部分と異なる記録条件となるため、記録品質が劣化す
ることになるためである。
【００６１】
　次に、本発明の情報記録媒体の第４の実施の形態について説明する。図４は本発明にな
る情報記録媒体の第４の実施の形態の断面構造図を示す。同図中、図２と同一構成部分に
は同一符号を付し、その説明を省略する。本実施の形態は、図４に示すように、半透明反
射膜からなる１層目記録層Ｌ０と、反射膜からなる２層目記録層Ｌ１とが、例えば厚さ約
４０μｍの透明層（図示せず）を介して対向配置された、前記のオポジットタイプの片面
２層の光ディスクであり、それぞれディスク内周から外周に向かって順に、リードイン領
域ａ１５，ｂ１５、データ領域ａ２５，ｂ２５、リードアウト領域ａ２６，ｂ２６が形成
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された構造である。
【００６２】
　リードイン領域ａ１５，ｂ１５内の各領域の配置は第２の実施の形態と同様であるが、
本実施の形態は、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ２５のサイズが２層目記録層Ｌ１のデ
ータ領域ｂ２５のサイズよりも大きい点に特徴がある。すなわち、本実施の形態では、１
層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ２５の外周端が、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ２５の
外周端よりも外周側に位置する。なお、データ領域ａ２５及びｂ２５のサイズが非対称で
あることから、リードアウト領域ａ２６とｂ２６もサイズが非対称となる。１層目記録層
Ｌ０のデータ領域ａ２５のサイズの方を、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ２５のサイズ
よりも大きくした理由は、第３の実施の形態と同様である。
【００６３】
　次に、本発明の情報記録媒体の記録方法について説明する。図５は本発明の情報記録媒
体の記録方法に用いる光ディスク装置の要部の一例のブロック図を示す。この光ディスク
装置の記録系は、本発明の情報記録媒体の記録装置の一実施の形態を構成する。図５にお
いて、図１乃至図４に示した構造の光ディスクのうち、いずれか一の構造の片面２層の光
ディスク１１は、スピンドルモータ１２により回転され、その回転は光ピックアップ１３
からのレーザー光との相対線速度が一定となるようにサーボ回路１９により制御される。
このとき、光ピックアップ１３は、光ピックアップ１３内のレーザーダイオードから出射
されたレーザー光が、光ディスク１１上のトラックを追従走査するようにサーボ回路１９
により制御される。サーボ回路１９はコントローラ１４により動作が制御される。
【００６４】
　テスト記録に供するキャリブレーション用記録信号（テスト信号）ａは、図６に示すよ
うに、幅１１Ｔ（Ｔはビット周期：以下同じ）と３Ｔのみを用い、１１Ｔパルス区間を３
回、３Ｔパルス区間を１０回、再び１１Ｔパルス区間を３回、３Ｔパルス区間を１２回の
合計１３２Ｔ周期の繰り返しパターンで形成される。
その結果、
１１Ｔパルスの“Ｈ”区間→１１Ｔ×３＝３３Ｔ
１１Ｔパルスの“Ｌ”区間→１１Ｔ×３＝３３Ｔ
３Ｔパルスの“Ｈ”区間→３Ｔ×１１＝３３Ｔ
３Ｔパルスの“Ｌ”区間→３Ｔ×１１＝３３Ｔ
のように、各パルス区間の“Ｈ”レベルと“Ｌ”レベルの回数が同じなるように設定し、
デューティ比を５０％として信号成分の持つＤＣ成分の影響を受けないようにしている。
【００６５】
　次に、光ディスク１１が図１に示した第１の実施の形態の光ディスクである場合の記録
動作について説明する。ここで、従来のＤＶＤプレーヤにて光ディスク１１を再生可能に
するためには、ＤＶＤ－ＲＯＭの片面２層ディスクと同様なデータ配列にする必要がある
が、ＤＶＤ－ＲＯＭでは、１層目記録層Ｌ０からデータの記録を開始する構成をとってい
る。従って、入力する映像情報等のデータを実時間で、リアルタイムに記録しようとした
場合には、１層目記録層Ｌ０から順に記録する必要がある。
【００６６】
　そこで、最初に１層目記録層Ｌ０にデータを記録するために、まず、記録レーザーパワ
ーの最適値設定のため、第１の実施の形態の光ディスクの１層目記録層Ｌ０のＲＭＡ領域
ｄ２を予め再生し、ＰＣＡ領域ｄ１をどこまで使用しているかを示すＰＣＡ使用アドレス
情報を再生して、どこまで記録されているかを検出して、今回のテスト記録をＰＣＡ領域
ｄ１内のどこから行うべきかを判断する。なお、光ディスク１１の全体のトラック（プリ
グルーブ）にはウォブルが形成され、また、ウォブルにはＬＰＰ（ランド・プリピット）
情報としてアドレス情報が記録されている。
【００６７】
　続いて、図７にIで示すように、第１の実施の形態の光ディスクの１層目記録層Ｌ０の
ＰＣＡ領域ｄ１に対して、テスト記録が行われる。このテスト記録は、例えば１回のテス
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ト記録を記録レーザーパワーを２６段階に変化させて行い、１つの記録レーザーパワーに
つき１フレーム分（これに限らない）のキャリブレーション用記録信号（テスト信号）ａ
を記録し、合計２６フレーム分のキャリブレーション用記録信号（テスト信号）ａを記録
する。
【００６８】
　このテスト記録時には、キャリブレーション用記録信号生成回路１５がコントローラ１
４からの制御信号により制御されてキャリブレーション用記録信号（テスト信号）ａを生
成し、コントローラ１４からの切換信号でコントロールされる切換スイッチ１６を介して
記録アンプ１７にキャリブレーション用記録信号ａを入力する。
【００６９】
　キャリブレーション用記録信号ａは、記録アンプ１７で増幅された後、録再切換スイッ
チ２０を介して光ピックアップ１３内のレーザーダイオードを駆動する。このとき、記録
アンプ１７の利得を１シンクフレーム毎に２６段階に変化させることで、キャリブレーシ
ョン用記録信号（テスト信号）ａを１シンクフレーム毎に２６段階に変化させた記録レー
ザーパワーで光ディスク１１のＰＣＡ領域ｄ１内の一部に記録する。このときの記録及び
消去レーザーパワーは、コントローラ１４により生成され、Ｄ／Ａ変換器１８によりアナ
ログ信号に変換された記録レーザーパワー制御信号ｍｐ及び消去レーザーパワー制御信号
ｍｅにより記録アンプ１７の利得を後述するように可変制御することで行われる。
【００７０】
　サーボ回路１９により移動制御される光ピックアップ１３内のレーザーダイオードから
出射されたレーザー光は、光ディスク１１の所定領域に照射されてキャリブレーション用
記録信号（テスト信号）ａをテスト記録する。
【００７１】
　続いて、テスト記録を行ったＰＣＡ領域ｄ１内の記録領域に移動し、以下の方法で最適
記録レーザーパワーを求める。すなわち、テスト記録したキャリブレーション用記録信号
の再生時においては、録再切換スイッチ２０をＰＢ側に切換え、光ピックアップ１３内の
レーザーダイオードから一定の再生レーザーパワーで出射し、ＰＣＡ領域ｄ１からの反射
光に基づいて光ピックアップ１３で得た読取信号（ＲＦ信号）を再生アンプ２１により増
幅した後、そのＲＦ信号をデコーダ（図示せず）へ出力する。
【００７２】
　一方、サンプルホールド回路を含むピーク検出回路２２、ボトム検出回路２３、平均値
検出回路２４のいずれかが、デコーダ（図示せず）からのアドレス信号とウォブル信号か
ら生成されたタイミング信号である切換信号を用いて切り換えられ、切り換えられた回路
２２、２３、２４により再生アンプ２１から出力されるＲＦ信号のサンプルホールドを行
い、サンプルホールド後の信号を切換回路２５にて切り換える。切換回路２５により選択
された信号は、デコーダ（図示せず）からの再生信号のタイミング信号を基にＡ／Ｄ変換
器２６によりディジタル信号に変換された後、コントローラ１４に入力され、後述する最
適パワー値の算出に供される。
【００７３】
　このピーク検出回路２２、ボトム検出回路２３、平均値検出回路２４はテスト信号中の
１１Ｔ信号のピークとボトム信号、３Ｔ信号を低域フィルタ（ＬＰＦ）を介して平均値化
した信号に対応している。なお、この平均値化する回路はＬＰＦの設定により３Ｔ又は４
Ｔ又は５Ｔの周波数を平均値化することができるように設計されている。
【００７４】
　テスト記録を行ったＰＣＡ領域ｄ１で目的のＬＰＰアドレスのデコーダから得たＬＰＰ
のタイミング信号を検出し、それぞれの記録位置に対応したタイミング信号でサンプルホ
ールドした１１Ｔ信号のピーク値と、１１Ｔ信号のボトム値を測定し、１１Ｔ信号のピー
ク値とボトム値の中心値が演算される。次に、コントローラ１４は、３Ｔ信号の中心であ
る平均値検出出力を測定し、ピーク値とボトム値の中心値に対して平均値検出出力とを比
較する。ピーク値とボトム値の中心値に対する平均値検出出力との差をピーク値とボトム
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値のピークｔｏピークで割ったのがアシンメトリ値βである。
【００７５】
　このアシンメトリ値βが０％または、０％に近い値（実際の装置に用いられるピックア
ップ及び、記録条件である記録波形（ストラテジ）によって目標値が異なるのでそれぞれ
のディスクに対して個々に実験結果によって目標値が決定されていて、記録装置のＲＯＭ
或いは製造工程で測定された最適値がＥＥＰＲＯＭに記録されている。）で、装置に記録
されている目標値と比較して目標値と一致した時の出射パワーが最適な記録レーザーパワ
ー値となる。
【００７６】
　ここで、ＤＶＤ－ＲＷの媒体には、媒体の固有のＩＤと媒体のメーカが推奨する記録す
べき推奨記録レーザーパワー、消去パワーを決定するための推奨記録レーザーパワーと消
去パワーの比率ε、記録条件である記録波形である記録レーザーパワーの先頭パルス幅、
中間領域のマルチパルス幅、後端のパルスを決定するためのクーリングパルス幅或いは後
端のパルス幅（ストラテジー）、アシンメトリ値が存在する場合には推奨アシンメトリ値
が線速度情報と共に媒体に記録されている。また、それぞれの倍速値に対応した推奨値が
同様に媒体に記録される。
【００７７】
　そこで、装置を開発製造する時点で、媒体を評価し、この媒体に記録されている推奨値
がその装置でも同様に推奨値として使えると判断できる場合には、或いは、この値にオフ
セットをして、使えると判断できる場合には、その媒体の固有のＩＤをそのまま使用でき
る。又は、オフセットと共に装置のＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭに記憶しておく。アシンメ
トリ値が存在しない場合には最適パワーに対応する目標アシンメトリ値を測定して装置の
ＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭに記憶しておく。
【００７８】
　なお、媒体を評価し、この媒体に記録されている推奨値がその装置では参考にならない
と判断する場合には、その値は参考にせず、その媒体の固有のＩＤと前記のそれぞれの推
奨値を装置のＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭに記憶しておく。
【００７９】
　そして、最適とされるアシンメトリ値に最も近いアシンメトリ値βが得られる記録レー
ザーパワーを選択して（又は、各段階の記録レーザーパワーにおけるアシンメトリ値βか
ら、最適とされるアシンメトリ値βにおける記録レーザーパワーを補間により求めて）、
それを線速度倍率初期値における最適記録レーザーパワー値として決定する。
【００８０】
　次に、コントローラ１４はサーボ回路１９を介して光ピックアップ１３を図７のＬ０の
データ領域ａ１２の開始位置に移動させると共に、スイッチ回路１６を記録信号入力側に
切り換え制御して記録されるデータを選択させ、かつ、録再スイッチ２０を記録（ＲＥＣ
）側に切り換え制御して先に決定された最適記録レーザーパワー値で、入力データのデー
タ領域ａ１２への記録を図７に矢印IIで示すように開始させる。
【００８１】
　データ領域ａ１２へのデータ記録が終了すると、コントローラ１４はサーボ回路１９を
介して光ピックアップ１３を図７のＬ０のフィジカルフォーマット領域ｄ４の開始位置に
移動させると共に、スイッチ回路１６を介してコントロールデータを入力させ、先に決定
された最適記録レーザーパワー値で、コントロールデータのフィジカルフォーマット領域
ｄ４への記録を図７に矢印IIIで示すように開始させる。
【００８２】
　コントロールデータのフィジカルフォーマット領域ｄ４への記録が終了すると、コント
ローラ１４はサーボ回路１９を介して光ピックアップ１３内の対物レンズを光ディスク方
向へ所定距離移動し、かつ、図７の光ディスク１１の２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１
のテスト信号記録開始位置に光ピックアップ１３を移動させ、図７に矢印IVで示すように
、キャリブレーション用記録信号（テスト信号）ａの記録を開始させる。このキャリブレ
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ーション用記録信号（テスト信号）ａの記録はＰＣＡ領域ｄ１への記録と同様にして行わ
れる。
【００８３】
　ＰＣＡ領域ｅ１内の一部へのテスト信号記録終了後は、１層目記録層Ｌ０での場合と同
様にしてＰＣＡ領域ｅ１から記録済みのテスト信号を再生して、２層目記録層Ｌ１の最適
な記録レーザーパワー値を決定する。最適な記録レーザーパワー値を決定すると、続いて
、コントローラ１４の制御の下で、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２に図７に矢印V
で示すように、ＰＣＡ領域ｅ１に対して直前に行ったテスト信号の記録再生により決定し
た記録レーザーパワーで光ピックアップ１３によりデータが記録される。
【００８４】
　ここで、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１が対向する１層目記録層Ｌ０の位置には、
ＰＣＡ領域ｅ１に重なり、更にそれより両側に少なくとも偏心量よりも大きな領域のフィ
ジカルフォーマット領域ｄ４が配置されており、しかも、そのフィジカルフォーマット領
域ｄ４には既にコントロールデータが記録されているので、偏心があっても、光ピックア
ップ１３からのレーザー光は、常に１層目記録層Ｌ０の記録済みのフィジカルフォーマッ
ト領域ｄ４を通して２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１に焦点一致して記録されるので、
記録条件は常に一定の条件で記録されることとなり、よって、記録済み領域と未記録領域
とが混在する領域を通して記録するときのように記録品質が劣化することはない。
【００８５】
　また、１層目記録層Ｌ０の記録済みのフィジカルフォーマット領域ｄ４を通して２層目
記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１にテスト信号を記録して、その再生信号に基づき最適記録レ
ーザーパワー値を求めるようにしているので、記録済みのデータ領域ａ１２を通過するレ
ーザー光でデータ領域ｂ１２にデータ記録を行うときと同じ記録条件で最適な記録レーザ
ーパワーを求めることができる。
【００８６】
　更に、データ領域ａ１２とｂ１２は同じ大きさで対向配置されているため、光ピックア
ップ１３からのレーザー光は、常に１層目記録層Ｌ０の記録済みのデータ領域ａ１２を通
して２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２に焦点一致して記録されるので、記録条件は常
に一定の条件で記録されることとなり、よって、記録済み領域と未記録領域とが混在する
領域を通して記録するときのように記録品質が劣化することはない。
【００８７】
　上記のデータ領域ｂ１２へのデータ記録が終了すると、コントローラ１４の制御の下、
図７に示すように、１層目記録層Ｌ０のリードアウト領域ａ１３に対して矢印VIで示すよ
うに信号記録が行われ、続いて図７に示すように、２層目記録層Ｌ１のリードアウト領域
ｂ１３に対して矢印VIIで示すように信号記録が行われる。リードアウト領域ａ１３及び
ｂ１３に記録される信号は、例えばオールゼロの信号である。
【００８８】
　上記の記録終了後、先に決定した１層目記録層Ｌ０の最適記録レーザーパワー値、２層
目記録層Ｌ１の最適記録レーザーパワー値、ＰＣＡ領域ｄ１、ｅ１のアドレス情報、テス
ト記録結果、最適消去パワー、記録ストラテジの方式、記録ストラテジの最適パラメータ
などの記録条件、温度、振動、面振れなどの環境条件、記録装置の製造社名、記録装置番
号、ロット番号、シリアル番号のいずれかまたはそれらの組み合わせなどが、ＲＭＡ領域
ｄ２に一括して記録される。ＲＭＡ領域ｄ２にすべての情報を記録できないときには、Ｒ
ＭＡ領域ｅ２も使用する。
【００８９】
　次に、光ディスク１１が図２に示した第２の実施の形態のオポジットタイプの光ディス
クである場合の記録動作について説明する。この場合も、基本的には第１の実施の形態の
光ディスクへの記録方法と同様であり、図２と同一の図８に示すオポジットタイプの光デ
ィスクに対して、まず、光ピックアップ１３からのレーザー光を１層目記録層Ｌ０に焦点
を一致させて、図８の１層目記録層Ｌ０のＰＣＡ領域ｄ１１の一部に矢印Iで示すように
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、キャリブレーション記録用信号（テスト信号）を内周から外周方向へ記録し、その記録
後にキャリブレーション記録用信号（テスト信号）を再生して、前記の方法で１層目記録
層Ｌ０の最適な記録レーザーパワー値を求める。
【００９０】
　続いて、入力する映像情報等のデータを圧縮してバッファ処理を行って得たデータを、
先に求めた最適な記録レーザーパワー値で図８に矢印IIで示すように、１層目記録層Ｌ０
のデータ領域ａ１６に内周から外周方向へ間欠的に記録する。続いて、図８に矢印IIIで
示すように、１層目記録層Ｌ０のフィジカルフォーマット領域ｄ１４に、コントロールデ
ータを上記の最適な記録レーザーパワー値で内周から外周方向へ記録する。
【００９１】
　その後、光ピックアップ１３からのレーザー光を２層目記録層Ｌ１に焦点を一致させる
ように、光ピックアップ１３内の対物レンズをフォーカス方向にジャンプさせてから、図
８の２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１１の一部に、矢印IVで示すように、キャリブレー
ション記録用信号（テスト信号）を外周から内周方向へ記録し、その記録後にキャリブレ
ーション記録用信号（テスト信号）を再生して、前記の方法で２層目記録層Ｌ１の最適な
記録レーザーパワー値を求める。
【００９２】
　続いて、入力する映像情報等のデータを圧縮してバッファ処理を行って得たデータを、
先に求めた２層目記録層Ｌ１の最適な記録レーザーパワー値で図８に矢印Vで示すように
、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１６に外周から内周方向へ間欠的に記録する。その後
、図８に示すように、１層目記録層Ｌ０の中間領域ａ１７に対して信号を矢印VIで示すよ
うに内周から外周方向へ記録した後、同図に示すように、２層目記録層Ｌ１の中間領域ｂ
１７に対して信号を矢印VIIで示すように外周から内周方向へ記録する。中間領域ａ１７
及びｂ１７に記録する信号としては、例えばオールゼロの信号がある。
【００９３】
　本実施の形態も、１層目記録層Ｌ０の記録済みのフィジカルフォーマット領域ｄ１４を
通して２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１１にテスト信号を記録して、その再生信号に基
づき最適記録レーザーパワー値を求めるようにしているので、記録済みのデータ領域ａ１
６を通過するレーザー光でデータ領域ｂ１６にデータ記録を行うときと同じ記録条件で最
適な記録レーザーパワーを求めることができる。この実施の形態では、図８に示すように
、Ｌ０のＰＣＡ領域ｄ１１のテスト信号記録方向Iと、Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１１のテスト
信号記録方向IVとは互いに逆方向になる。
【００９４】
　なお、図７及び図８において、フィジカルフォーマット領域ｄ４，ｄ１４へのコントロ
ールデータの記録は、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ１２，ａ１６へのデータ記録の前
に行ってもよく、また、データ領域ａ１２，ａ１６へのデータ記録を光ディスク上の記録
転送レートによって間欠的に行っている合間に行ってもよい。
【００９５】
　また、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ１２，ａ１６へのデータ記録は、図７及び図８
に矢印IIで示すように、データ領域の記録最終位置よりも少なくとも偏心量分多く外周側
まで記録するようにしてもよい（すなわち、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ１２，ａ１
６及び予め定めた一定の領域にデータを順次記録するようにしてもよい。）。この場合は
、図７のパラレルタイプの光ディスクの場合は、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２へ
のデータ記録は、ディスク偏心量に関係なく、データ領域最終位置まで最適な記録パワー
で記録することができ、図８のオポジットタイプの光ディスクの場合は、２層目記録層Ｌ
１のデータ領域ｂ１６へのデータ記録は、ディスク偏心量に関係なく、データ領域開始位
置から最適な記録パワーで記録開始することができる。
【００９６】
　また、図２、図４に示したオポジットタイプの光ディスクでは、Ｌ１のデータ領域で内
周方向へデータの記録をした後、再度外周へ戻って、最外周の中間領域に信号を記録する
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。これによって、映像情報等の実時間性を要求する情報を記録する際にも、光ピックアッ
プ１３内の対物レンズのＬ０からＬ１へのフォーカス方向の移動等による時間のロスを最
小にすることができ、最外周領域の中間領域を記録することにより、映像情報等のデータ
の連続性が得られなくなるという問題が解決できる。
【００９７】
　ところで、図１～図４、図７、図８に示した１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ１２，ａ
１６へのデータ記録の前に、１層目記録層Ｌ０のＰＣＡ領域ｄ１，ｄ１１へのテスト信号
記録再生、Ｌ０のフィジカルフォーマット領域ｄ４，ｄ１４へのコントロールデータの記
録、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１，ｅ１１へのテスト信号記録再生を行うようにし
てもよく、その場合は、１層目記録層Ｌ０のデータ領域ａ１２，ａ１６へのデータ記録終
了に続いて、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２，ｂ１６へのデータ記録を開始できる
ので、継続的なデータ記録が可能となる。
【００９８】
　次に、上記の場合の本発明の情報記録媒体の記録方法の他の実施の形態について、更に
詳細に説明する。この実施の形態の記録方法は、図５に示した記録再生装置の入力側に図
９に示す記録信号入力部の一実施の形態のブロック図を追加することにより実現される。
この記録信号入力部の動作について、図１０のフローチャートと、図９のバッファメモリ
３３の記憶データ量の変化を示す図１１と共に説明する。
【００９９】
　Ｌ０のデータ領域の記録時において、記録すべき記録信号は図９の入力端子３１を介し
て圧縮回路３２に供給され、ここで例えばＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group p
hase 2）方式等の公知の圧縮符号化方式で圧縮符号化された後（ステップＳ１）、バッフ
ァメモリ３３に供給されて一時記憶される（ステップＳ２）。バッファメモリ３３は初期
状態では記憶データ０の状態にあるが、記録信号は入力され続け、よって圧縮回路３２に
より圧縮符号化された記録データが圧縮回路３２から出力され続けて書き込まれるため、
バッファメモリ３３の記憶データ量は図１１に示すように、記憶容量一杯のフル状態に向
けて上昇していく。
【０１００】
　このバッファメモリ３３の記憶データ量は、データ量管理手段３４により監視されてお
り、データ量管理手段３４によりフル状態よりも所定量少ない基準値に達したかどうかが
まず判定される（ステップＳ３）。記憶データ量０の状態からエンプティ状態を経て図１
１に示すように時間Ｔ１経過してデータ量管理手段３４によりバッファメモリ３３の記憶
データ量が基準値に達したことが検出されると、その検出結果が制御回路３５に供給され
、制御回路３５はこれにより図５に示したコントローラ１４を介してサーボ回路１９を制
御して、光ピックアップ１３をデータ領域の記録開始セクタのアドレス位置へ移動させ（
ステップＳ４）、その位置で光ピックアップ１３を光ディスク１１の１回転毎に１トラッ
ク分キックバックさせ続け、そのセクタ位置に待機させる所謂キック待ち（記録待機状態
）とする(ステップＳ５)。
【０１０１】
　このキック待ちの間もバッファメモリ３３の記録データ量は増加し続けており、データ
量管理手段３４によりバッファメモリ３３の記憶データ量がフル状態に達したかどうか監
視されており（ステップＳ６）、基準値に達した時点から図１１に示すように時間Ｔ０経
過してデータ量管理手段３４によりバッファメモリ３３の記憶データ量がフル状態に達し
たことが検出されると、その検出結果が制御回路３５に供給される。
【０１０２】
　制御回路３５は、これによりバッファメモリ３３をそのまま書き込み状態としながら同
時に読み出し状態を開始し、バッファメモリ３３に記憶されている記録データを書き込み
速度よりも速い速度で読み出し、その読み出した記録データを図９の信号処理回路３６に
供給して、エラー訂正コード、アドレスコード、シンク信号等の付与等の信号処理を施し
て記録信号を生成させる（ステップＳ７）。
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【０１０３】
　信号処理回路３６から出力された記録信号は、図５のスイッチ回路１６、記録アンプ１
７及び録再スイッチ２０を通して光ピックアップ１３に供給される。一方、図９の制御回
路３５は、データ量管理手段３４からバッファメモリ３３の記憶データ量がフル状態に達
したことを示す検出結果が入力されると、図５のコントローラ１４を介してサーボ回路１
９を制御し、光ピックアップ１３の前記キック待ち状態を解除してデータ領域の記録開始
セクタからの記録を開始させる（ステップＳ８）。
【０１０４】
　上記のバッファメモリ３３の読み出しにより、バッファメモリ３３の記憶データ量は図
１１に示すように減少し、データ量管理手段３４によりバッファメモリ３３の記憶データ
量がエンプティ状態に達したかどうか監視される（ステップＳ９）。エンプティ状態に達
するまで、バッファメモリ３３から読み出された記録データに対する信号処理回路３６に
よる信号処理及びデータ領域への記録が継続的に行われており（ステップＳ７、Ｓ８）、
フル状態から時間Ｔ２経過してステップＳ９でエンプティ状態に達したことがデータ量管
理手段３４により検出されると、その検出結果が制御回路３５に供給される。
【０１０５】
　制御回路３５は、これによりバッファメモリ３３を読み出し状態を停止すると共に、コ
ントローラ１４を介してサーボ回路１９を制御して光ピックアップ１３によるデータ領域
への記録を禁止（中断）する（ステップＳ１０）。
【０１０６】
　一方、公知の手段によりコントローラ１４は、逐次光ディスク１１のアドレス情報を取
得しており、制御回路３５はコントローラ１４からアドレス情報を受けて、１層目記録層
Ｌ０のデータ領域の終了アドレス付近であるかどうかを監視しており（ステップＳ１１）
、終了アドレス付近でないときには、ステップＳ３に戻り再び、データ量管理手段３４か
らのバッファメモリ３３の記憶データ量が増加過程で基準値に達したことを示す検出結果
の入力を待つ。
【０１０７】
　ステップＳ１０でバッファメモリ３３を読み出し状態を停止し書き込み状態を継続した
ことにより、バッファメモリ３３の記憶データ量は再び増加し始め、エンプティ状態から
図１１に示すように時間Ｔ３経過して基準値に達するキック待ちの状態とし（ステップＳ
４、Ｓ５）、更に時間Ｔ０経過してフル状態に達する。
【０１０８】
　そして、バッファメモリ３３の記憶データ量がフル状態に達したことが検出されると、
バッファメモリ３３を書き込み状態としながら読み出し状態を再び開始し、バッファメモ
リ３３に記憶されている記録データを書き込み速度よりも速い速度で読み出し、その読み
出した記録データから信号処理回路３６で記録信号を生成させ（ステップＳ６、Ｓ７）、
Ｌ０のデータ領域内の次の記録開始のセクタから記録信号の記録を、バッファメモリ３３
の記憶データ量が図１１に示すようにフル状態からエンプティ状態になるまでの時間Ｔ４
の間再び行う（ステップＳ８、Ｓ９、Ｓ１０）。
【０１０９】
　以下、ステップＳ１１で１層目記録層Ｌ０のデータ領域の終了アドレス付近に記録が行
われたことが判定されるまで、上記のステップＳ３～Ｓ１０の処理が繰り返され、バッフ
ァメモリ３３の記憶データ量は図１１に示すように変化し、データ領域には記録信号が間
欠的に記録されていく。すなわち、図１１において、記録中断（時間（Ｔ１＋Ｔ０）、（
Ｔ３＋Ｔ０）、（Ｔ５＋Ｔ０）、（Ｔ７＋Ｔ０）、・・・）と、記録（時間Ｔ２、Ｔ４、
Ｔ６、Ｔ８、・・・）とが交互に繰り返される。
【０１１０】
　そして、制御回路３５はステップＳ１１で１層目記録層Ｌ０のデータ領域の終了アドレ
ス付近に記録が行われたことが判定されると、コントローラ１４及びサーボ回路１９を介
して光ピックアップ１３内の対物レンズを光ディスク方向へ移動する等の手段により、光
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ピックアップ１３からのレーザー光の１層目記録層Ｌ０への焦点一致状態から２層目記録
層Ｌ１への焦点一致状態とするフォーカスジャンプを行わせる（ステップＳ１２）。
【０１１１】
　図９に示したデータ量管理手段３４は、ステップＳ９でバッファメモリ３３の記憶デー
タ量がエンプティ状態になったことを検出した後、上記のステップＳ１２でフォーカスジ
ャンプが行われたときも、引き続きバッファメモリ３３の記憶データ量が増加過程で基準
値に達したかどうかを監視している（ステップＳ３）。
【０１１２】
　そして、バッファメモリ３３の記憶データ量が基準値に達すると、２層目記録層Ｌ１の
データ領域の記録開始のセクタに光ピックアップ１３を移動させ、所定のセクタでキック
待ちを行わせ（ステップＳ４、Ｓ５）、バッファメモリ３３の記憶データ量がフル状態に
なると、バッファメモリ３３がエンプティ状態になるまで記録信号を記録する（ステップ
Ｓ６～Ｓ１０）。以下、上記のステップＳ３～Ｓ１０の処理が繰り返され、データ領域に
は記録信号が間欠的に２層目記録層Ｌ１のデータ領域に記録信号がなくなるまで記録され
ていく。
【０１１３】
　このようにして、本実施の形態では、バッファメモリ３３がエンプティ状態からフル状
態に達するまでの待ち時間を利用してフォーカスジャンプを行い、転送レートの差を利用
し、記録信号を中断なく１層目記録層Ｌ０のデータ領域から２層目記録層Ｌ１のデータ領
域に記録することができる。なお、図１０のステップＳ１１で２層目記録層Ｌ１のデータ
領域の終了アドレスが検出されたときには、図１０では図示を省略したが、記録を終了す
る。
【０１１４】
　なお、本発明は以上の実施の形態に限定されるものではなく、例えば本発明の情報記録
媒体は、図１～図４の実施の形態では、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１，ｅ１１の記
録に先立ち、１層目記録層Ｌ０のフィジカルフォーマット領域ｄ４，ｄ１４にコントロー
ルデータの記録をしているが、２層目記録層Ｌ１におけるＰＣＡ領域の位置は、１層目記
録層Ｌ０のＰＣＡ領域に対して積層方向に重ならないことは必須の条件であるが、その条
件を満たす限り、どの位置にあっても構わない。
【０１１５】
　ただし、２層目記録層Ｌ１におけるＰＣＡ領域の位置に対して積層方向に重なる１層目
記録層Ｌ０の領域は、２層目記録層Ｌ１のＰＣＡ領域ｅ１，ｅ１１へのテスト記録を、２
層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２，ｂ１６，ｂ２１，ｂ２５へのデータの記録の前に行
う必要があるので、２層目記録層Ｌ１のデータ領域ｂ１２，ｂ１６，ｂ２１，ｂ２５に記
録する前に記録してもよいデータを記録することができる領域であれば、フィジカルフォ
ーマット領域ｄ４，ｄ１４に限らず、どのような領域でも構わない。つまり、２層目記録
層Ｌ１におけるＰＣＡ領域の位置に対して積層方向に重なる１層目記録層Ｌ０の領域は、
ＰＣＡ領域ｅ１，ｅ１１へのテスト記録を行う前に、記録データに関わらず例えばオール
ゼロを書くことができるような領域であれば、どの領域でも構わない。
【０１１６】
　この場合、コントロールデータ領域は、ＤＶＤ－Ｒの場合にはプリライトとして、出荷
時に既に記録されているので、オポジットタイプの光ディスクの場合には、２層目記録層
Ｌ１にはコントロールデータ領域は前述したように形成されていないので、１層目記録層
Ｌ０のコントロールデータ領域に対向する２層目記録層Ｌ１の位置にＰＣＡ領域を設けて
もよい。ただし、パラレルタイプの光ディスクの場合には、前述したように、１層目記録
層Ｌ０のコントロールデータ領域に対向する２層目記録層Ｌ１の位置にコントロールデー
タ領域が設けられるので、ＰＣＡ領域として使用することは好ましくない。
【０１１７】
　また、記録されるデータの転送レートは一般的に可変レートであるので、このレートに
対応して図１１のバッファのフル、エンプティ、基準値は適宜変更される（固定ではない
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【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の情報記録媒体の第１の実施の形態の断面構造図である。
【図２】本発明の情報記録媒体の第２の実施の形態の断面構造図である。
【図３】本発明の情報記録媒体の第３の実施の形態の断面構造図である。
【図４】本発明の情報記録媒体の第４の実施の形態の断面構造図である。
【図５】本発明の情報記録媒体の記録方法に用いる光ディスク装置の要部の一例のブロッ
ク図である。
【図６】図５で記録再生するキャリブレーション用記録信号（テスト信号）の一例の波形
図である。
【図７】本発明記録方法の一実施の形態を説明する図である。
【図８】本発明記録方法の他の実施の形態を説明する図である。
【図９】本発明の情報記録媒体の記録方法に用いる光ディスク装置の記録信号入力部の一
実施の形態のブロック図である。バッファメモリ３３の記憶データ量の変化を示す図１１
図である。
【図１０】図９の動作説明用フローチャートである。
【図１１】図９中のバッファメモリの記憶データ量の変化を示す図である。
【図１２】片面２層の光ディスクの一例の概略構造断面図である。
【図１３】片面２層の光ディスクの問題点の説明図である。
【図１４】片面２層の光ディスクのジッタ特性の一例を示す図である。
【図１５】パラレルタイプの光ディスクの構造断面と物理セクタナンバーの変化を示す図
である。
【図１６】オポジットタイプの光ディスクの構造断面と物理セクタナンバーの変化を示す
図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　Ｌ０　１層目記録層
　Ｌ１　２層目記録層
　ａ１１、ａ１５、ｂ１１、ｂ１５　リードイン領域
　ａ１２、ａ１６、ａ２１、ａ２５、ｂ１２、ｂ１６、ｂ２１、ｂ２５　データ領域
　ａ１３、ａ２２、ｂ１３、ｂ２２　リードアウト領域
　ａ１７、ａ２６、ｂ１７、ｂ２６　中間領域
　ｄ１、ｄ１１、ｅ１、ｅ１１　ＰＣＡ領域
　ｄ２、ｄ１２、ｅ３、ｅ１２　ＲＭＡ領域
　ｄ４、ｄ１４　フィジカルフォーマット領域
　１１　光ディスク
　１３　光ピックアップ
　１４　コントローラ
　１５　キャリブレーション用記録信号（テスト信号）生成回路
　１６　スイッチ回路
　１７　記録アンプ
　１９　サーボ回路
　３３　バッファメモリ
　３４　データ量管理手段
　３５　制御回路
　３６　信号処理回路
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